宇都宮市の被災者支援制度一覧（地震・風水害等）（５月１４日午後５時更新）
◎ 地震や風水害等の自然災害により被災した方々が少しでも早く生活再建できるよう，宇都宮市では下記のような支援制度を設けています。
（災害の規模や国・県の制度改定等により，支援内容の拡充等が行われることがあります。
）
※問い合わせ先の電話番号は、市外局番

０２８ を省略しています

１ 生活一般
制度の種類

り災証明書の発行

対象・制度内容等

必要な書類等

災害によって家屋などが破損した際に，市に電 ・本人確認ができるもの（免許証
話等でご連絡をいただき，後日，市職員が被害状 等）
況を確認・調査し，
「り災台帳」に登録のうえ，そ ・委任状（代理人が申請する場合）
の内容を証明するもの
※ 被害状況のわかる写真を撮影しておいてく
ださい。

【被害家屋調査】
資産税課
（６３２－２２５３～２２５
７）
【証明書発行】
市民課
（６３２－２２６５，２２６
７）
各地区市民センター，各出張所
・相談を希望する人は電話等にて 保健所保健予防課
ご連絡ください。
（６２６－１１１４）

【対象】
集中豪雨等により，家屋等が浸水した人
水 害 時 の 衛 生 対策 と 【内容】
消 毒 方 法 に 関 する 相 ・浸水した家屋等の床や壁，家具や食器類等の消
談
毒方法や消毒薬の希釈方法などの相談
・下水道や便槽の溢水等により感染症の発生の恐
れがある場合の相談
【対象】
・派遣を希望する人は電話にてご
ボランティアの派遣を希望する人，市内でボラ
連絡 ください。
ンティア活動をしたい人
・活動をしたい人は，社会福祉協
【内容】
議会が窓口となっている「ボラ
被災された高齢者世帯などで，支援が必要な世
ンティア活動保険（基本タイ
帯の「家の片付け・整理」や「家屋敷地内の泥出
プ）」に加入をお願いします。
災 害 ボ ラ ン テ ィア の し」などを実施
派遣と募集
（要支援者・世帯を優先）

総合相談

土のう袋の無料配布

学用品の給与

健康相談

問い合わせ先

社会福祉協議会
宇都宮市災害ボランティアセ
ンター
１０月１６日～当面の間
【ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの派遣を希望する
人】
電話 080-2059-4003
080-1085-7811
FAX
028-638-9856
受付時間９：００～１７：００
【ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動をしたい人】
電話 080-5065-9709
080-5065-9711
受付時間９：００～１７：００
【対象】
・なし
広報広聴課
被災された方など
（６３２－２８３５）
【内容】
平日８：３０～１７：１５以外
・災害に関する問い合わせや相談
の時間帯は，市政情報コールセ
・関係する機関や団体への案内
ンター（６３２－２２２２）へ。
【対象】
・なし
【土のう袋配布】
災害により堆積した土砂を処分するため，土の
技術監理課
う袋を必要とする人
（６３２－２５１５）
【内容】
【土のう回収】
１世帯当り土のう袋を，原則２０袋まで配布
都市基盤保全センター
（６６１－００５７）
【対象】
・希望する人は，電話にて通学す 学校管理課
住家の全壊，半壊，または床上浸水による喪失・
る各小・中学校へご相談くださ （６３２－２７０８）
損傷等により学用品を使用することができず，就
い。
※市立以外（私立・県立等）の
学上支障のある市立小・中学校の児童生徒
学校に通学している児童生徒
【内容】
の学用品の給与は，通学する各
教科書や文房具などの学用品を現物で支給
学校へお問い合わせください。
教科書：喪失（損傷）したもの
学用品：
小学校児童 1 人あたり４，５００円以内
中学校生徒 1 人あたり４，８００円以内
【対象】
・なし
・保健センター
健康に不安がある人
（６２７－６６６６）
【内容】
・市役所１階保健福祉総務課
健康に関する相談
（本庁管内，宝木，豊郷地区）
（６３２－２９４１）
・平石地区市民センター（平石，
清原，瑞穂野地区）
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制度の種類

対象・制度内容等

必要な書類等

【対象】
外国人で生活や被災されて困っている方
【内容】
・生活や災害の相談
・関係機関や団体の案内

・なし

【対象】
・住宅が全壊した世帯
・住宅が半壊，又は住宅の敷地に被害が生じ，そ
の住宅をやむを得ず「解体」した世帯
・大規模半壊の世帯など
※ 「半壊」以上の被害があった世帯の世帯主あ
てに保健福祉総務課から順次お知らせをお送り
します。
【内容】
被害の状況により１００万円又は５０万円を給
付
※ 住宅の再建方法に応じて支援金が加算されま
す。

・支援金支給申請書
・振込口座の通帳の写し
（世帯主本人名義のもの）
・その他関係書類
（解体証明書，滅失登記簿謄本な
ど）

外国人相談

被災者生活再建
支援制度
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問い合わせ先
（６６１－２３６９）
・富屋地区市民センター（城山，
国本，富屋，篠井地区）
（６６５－３６９８）
・姿川地区市民センター（陽南，
横川，姿川，雀宮地区）
（６４５－４５３５）
・河内地区市民センター（上河
内，河内地区）
（６７１－３２０５）
国際交流プラザ
（６１６－１５６３・１５６
４）
受付時間１０：００～２０：０
０
※ポルトガル語やスペイン語，
英語，中国語，タイ語の通訳相
談員が対応する相談を希望さ
れる方は，言語ごとに曜日や時
間等が異なりますので，お問い
合わせください。
保健福祉総務課
（６３２－２９１９）

２ 住宅関係
制度の種類

対象・制度内容等

必要な書類等

【対象】
火災，水害等の災害により現に居住していた
住宅が滅失し，又は使用不能となり，住宅に困
市営住宅のり災入居
窮することとなった人
【入居期間】
申請日から６ヶ月以内
【対象】
・災害救助法が適用された場合り災証明書によ
り大規模半壊，半壊，一部損壊（準半壊）の場
合で，現に避難所や車などで避難生活を送って
おり，応急修理を行うことで被害を受けた住宅
で生活が可能と見込まれ，公営住宅（一時避難
住宅の応急修理
を除く）利用しない人
※ り災証明書については資産税課へ
【内容】
修理限度額は，１世帯あたり最大５９万５千
円（一部損壊（準半壊）の場合は最大３０万円）
までの限度額内において，市が直接修理業者へ
支払う
【対象】
専用住宅などにおいて，災害に伴い浄化槽が
故障し，新しい浄化槽を設置する人
浄化槽設置費補助金
※ 対象地区，補助の条件あり
【内容】
浄化槽本体の設置工事費の一部を補助
【対象】
災害発生から１ヶ月以内に工事に着手する応
仮設建築物に対する制
急仮設建築物等（防火地域を除く）
限の緩和
【内容】
建築基準法の規定が適用されない
【対象】次の各号いずれにも該当する方
１ 次の要件いずれかに該当する方
⑴ 住宅が全壊、全焼又は流出等の被害を受
け、現在、避難所にいる方はもとより、ホ
テル・旅館、公営住宅等を避難所として利
用されている方や、親族宅等に身を寄せら
れている方
⑵ 「半壊」（「大規模半壊」を含む。）であっ
ても、水害により流入した土砂や流木等に
より住宅としての利用ができず、自らの住
居に居住できない方
⑶
二次災害等により住宅が被害を受ける恐
応急仮設住宅（賃貸型応
れがある、ライフライン（水道、電気、ガ
急住宅）の供与
ス、道路等）が途絶している、地すべり等
※ 栃木県
により避難指示を受けているなど、長期に
わたり自らの住居に居住できない方
２ 自らの資力をもってしては、住宅を確保す
ることができない方
３ 災害救助法に基づく住宅応急修理制度を利
用していない方
【内容】
・県が仮受けた民間賃貸物件を提供
・光熱水費，２台目以降の駐車場料金等の個人
負担あり
・入居期間は最大２年間（期間の延長や住み替
えは不可）
【対象】
自然災害により住宅に被害が生じた方
※「り災証明書」必要
【内容】
災害復興住宅融資
１ 融資内容
項目
基本融資額
特例加算額
※ 住宅金融支援機構
建設資金
1,680 万円
520 万円
購入資金
2,650 万円
520 万円
補修資金
740 万円
※ 建設・購入は，
「全壊」，
「大規模半壊」，
「半
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問い合わせ先

・申請書
・誓約書
・身分証明書（健康保険証等）

住宅課
（６３２－２５５３）

・申請書
・申出書
・修理見積書
・世帯全員の住民票
・被害状況がわかる写真
・誓約書（修理業者の印があるも
の）

【住宅の応急修理】
建築保全課
（６３２－２５４３）
【被害家屋調査】
資産税課
（６３２－２２５３～２２５
７）

・申請書
・建物の平面図
・設置工事費用の見積書

生活排水課
（６３３－２００１）
など

・申請書等は不要
（ただし、工事完了後３ヶ月を超
えて当該建築物を存続しようと
する場合は許可申請が必要とな
ります）
右記の栃木県担当課へご相談
ください。

建築指導課
（６３２－２５７４）

ご利用条件や融資対象，申込み手
続き等の詳細については，住宅金
融支援機構へお問い合わせくだ
さい。

住宅金融支援機構
お客様コールセンター
災害専用ダイヤル
（０１２０－０８６－３５３）
受付時間：９時～１７時
※ 祝日，年末年始は休業

栃木県災害対策本部
住まいの確保対策チーム
賃貸型応急住宅担当
（６２３－２４８８）
住所：宇都宮市塙田 1-1-20
栃木県庁１４階 住宅課内

制度の種類

対象・制度内容等

必要な書類等

壊」の方が対象
融資金利（令和元年１１月）
基本融資額＝年 0.24％（全期間固定）
特例加算＝年 1.14％（全期間固定）
※ 金利は毎月改定されますので，最新の金
利は住宅支援機構にご確認ください。

２
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問い合わせ先

３ 減免など
制度の種類

対象・制度内容等

必要な書類等

【対象】
本人またはその扶養親族が所有し，居住して
いる住宅または家財に受けた損害の金額（保険
金などによる補填分を除く）が，その住宅また
市・県民税の減免
は家財の価格の３０％以上であり，前年中の合
計所得金額が１，０００万円以下の人
【内容】
地方税法および宇都宮市税条例などにより，
実態に応じて減免
【対象】
所有する家屋に著しい被害
（半壊以上）を受けた人
固定資産税の減免
【内容】
地方税法および宇都宮市税条例などにより，
実態に応じて減免
【対象】
次の①～⑤のいずれかに該当する人
①住家の全半壊，全半焼，床上浸水又はこれに
準ずる被災をされた人
②主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を
負われた人
③主たる生計維持者の行方が不明である人
④主たる生計維持者が業務を廃止又は休止され
た人
国民健康保険の医療費
⑤主たる生計維持者が失職し，現在収入がない
一部負担金の免除
人
【内容】
・医療機関での窓口負担の免除
（令和２年３月末まで）
ただし，入院時の食費等は負担の必要があり
ます。
・保険証なしでも受診可
※厚生労働省のホームページにも記載がありま
す。
【対象】
被保険者又はその属する世帯の世帯主が所有
する住宅または家財に受けた損害の金額（保険
国民健康保険の保険税 金などによる補填分を除く）が，その価格の１
の徴収猶予または減免 ００分の３０以上であり，前年中の合計所得金
額が１，０００万円以下の人
【内容】
被災の実態等に応じて徴収を猶予または減免

問い合わせ先

・市民税・県民税減免申請書

市民税課
（６３２－２２３０，２２１
８）

・固定資産税減免申請書

資産税課
（６３２－２２５３～２２５
７）

・左記の①～⑤のいずれかに該当 保険年金課
することを医療機関の窓口で申 【国民健康保険】
告してください。
（６３２－２３１６）

・徴収猶予申請書または減免申請 保険年金課
書
【国民健康保険】
（６３２－２３２０）

【対象】
・左記の①～⑤のいずれかに該当 保険年金課
次の①～⑤のいずれかに該当する人
することを医療機関の窓口で申 【後期高齢者医療】
①住家の全半壊，全半焼，床上浸水又はこれに 告してください。
（６３２－２３３３）
準ずる被災をされた人
②主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を
負われた人
③主たる生計維持者の行方が不明である人
④主たる生計維持者が業務を廃止又は休止され
後期高齢者医療制度加 た人
入者の医療費一部負担 ⑤主たる生計維持者が失職し，現在収入がない
金の免除
人
【内容】
・医療機関での窓口負担の免除
（令和２年３月末まで）
ただし，入院時の食費等は負担の必要があり
ます。
・保険証なしでも受診可
※厚生労働省のホームページにも記載がありま
す。
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制度の種類

後期高齢者医療制度加
入者の保険料の徴収猶
予または減免

介護サービス利用者負
担額の免除

介護保険料の徴収猶予
または減免

ごみ処理手数料の減免

保育料の減免

児童扶養手当の所得制
限の特例

対象・制度内容等

必要な書類等

【対象】
・減免申請書
被保険者又は（その属する世帯の）世帯主が
所有する住宅の損害が全壊，半壊，大規模半壊，
床上浸水の人
【内容】
被災の実態等に応じて保険料の徴収を減免
【対象】
・減免申請書
被保険者又は（その属する世帯の）世帯主が ・災害等による住宅及び家財等の
所有する住宅又は家財に受けた損害の金額（保 財産の被害に関する申立書
険金などによる補填分を除く）が，
・災害等による住宅及び家財等の
その価格の 100 分の 30 以上であり，前年中の合 財産の損害金額の内訳書 など
計所得金額が 1,000 万円以下の人
【内容】
被災の実態等に応じて保険料の徴収を猶予又
は減免
【対象】
・左記の①～⑤のいずれかに該当
次の①～⑤のいずれかに該当する人
することを担当ケアマネジャー
①住家の全半壊，全半焼，床上浸水又はこれに 及び介護サービス事業所へ申告
準ずる被災をされた人
してください。
②主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を
負われた人
③主たる生計維持者の行方が不明である人
④主たる生計維持者が業務を廃止又は休止され
た人
⑤主たる生計維持者が失職し，現在収入がない
人
【内容】
・介護サービス利用料の支払の免除
（令和２年３月末まで）
ただし，施設に入所時の食費・居住費等は負
担の必要があります。
・被保険証・負担割合証の提示なしでも可
※厚生労働省のホームページにも記載がありま
す。
【対象】
・介護保険料減免等申請書
前年の所得が１，０００万円以下の世帯で，
本人または生計主が住宅や家財，その他の財産
に著しい損害を受けた人
【内容】
被害の状況等に応じて徴収を猶予または減免
【対象】
・一般廃棄物処理手数料減免申請
火災，風水害等により家屋に損害を受けた人 書
【内容】
・り災証明書
り災した家屋の建築廃材等のうち，清掃工場
での処理が可能なごみについて受入れ，このう
ち，一般居住用のごみは，当該処理手数料を減
免
【対象】
・保育費減免申請書
所得が１，０００万円以下で，住居が半壊以
上の損害を受けた世帯の人
【内容】
被災された世帯の保育料を減免
【対象】
・被災状況書
所得制限額超過により手当が支給停止されて
いる方で，被害額が住宅等財産のおおむね２分
の１以上の損害を受けた人。
※ 被害額から保険等の給付金により補充さ
れた金額を除いて算定します。
【内容】
所得による手当の支給停止の解除
ただし，令和２年度に確認する令和元年中の
所得額が所得制限額を超過していた場合は，手
当を返還していただく必要があります。
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問い合わせ先
保険年金課
【後期高齢者医療】
（６３２－２３３３）

高齢福祉課
（６３２－２９０６）

高齢福祉課
（６３２－２９０７）

廃棄物施設課
（６３２－２６６６）

保育課
（６３２－２３９３，２３９
４）

子ども家庭課
（６３２－２３８６）

制度の種類

特別障がい者手当の所
得制限の特例

特別児童扶養手当・障が
い児福祉手当の所得制
限の特例

障がい福祉サービス等
の利用者負担額の免除

障がい児通所支援の利
用者負担額の免除

水道料金及び下水道使
用料の減免

対象・制度内容等

必要な書類等

【対象】
所得制限額超過により手当が支給停止されて
いる方で，被害額が住宅等財産のおおむね２分
の１以上の損害を受けた方。
※被害額から保険等の給付金により補充された
金額を除いて算定します。
【内容】
所得による手当の支給停止の解除
※ただし，令和２年度に確認する令和元年中の
所得額が所得制限額を超過していた場合は，手
当を返還していただく必要があります。
【対象】
所得制限額超過により手当が支給停止されて
いる方で，被害額が住宅等財産のおおむね２分
の１以上の損害を受けた方。
※ 被害額から保険等の給付金により補充さ
れた金額を除いて算定します。
【内容】
所得による手当の支給停止の解除
ただし，令和２年度に確認する令和元年中の
所得額が所得制限額を超過していた場合は，手
当を返還していただく必要があり。
【対象】
次の①～⑤のいずれかに該当する人
①住家の全半壊，全半焼，床上浸水又はこ
れに準ずる被災をされた人
②主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷
病を負われた人
③主たる生計維持者の行方が不明である人
④主たる生計維持者が業務を廃止又は休止
された人
⑤主たる生計維持者が失職し，現在収入が
ない人
【内容】
・障がい福祉サービス等の利用者負担額の支払
の免除
（令和２年３月末まで）
・対象となるサービス等
障がい福祉サービス
地域生活支援事業（移動支援事業，日中一時
支援事業，訪問入浴サービス，地域活動支援セ
ンター事業）
補装具，日常生活用具給付
・施設に入所時の食費・居住費 等は負担の必要
があります。
【対象】
次の①～⑤のいずれかに該当する人
①住家の全半壊，全半焼，床上浸水又はこ
れに準ずる被災をされた人
②主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷
病を負われた人
③主たる生計維持者の行方が不明である人
④主たる生計維持者が業務を廃止又は休止
された人
⑤主たる生計維持者が失職し，現在収入が
ない人
【内容】
・障がい児通所支援の利用者負担額の支払の免
除（令和２年３月末まで）
【対象】
水道及び下水道の使用者のうち，床上・床下
浸水した家屋の清掃等に水道水を使用した利用
者
※ 井戸水のみの使用者は定量計算のため対
象外
【内容】
豪雨被害及び清掃等の期間を含む１期分につ
いて，通常使用水量と比較して増加した水量を
減免
※ 使用水量により減免にならない場合あり
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問い合わせ先

・被災状況書

障がい福祉課
（６３２－２３６２）

・被災状況書

子ども家庭課
（６３２－２２９６）

・利用者負担額減額・免除等申請 障がい福祉課
書
【障がい福祉サービス
地域生活支援事業（移動支援
事業，日中一時支援事業，訪
問入浴サービス，地域活動支
援センター事業）】
（６３２－２３３９，２８６
９）
【補装具，日常生活用具給付】
（６３２－２３６３）

・利用者負担額減額・免除等申請 子ども発達センター
書
（６４７－４７２１）

・水道料金等減額申請書

上下水道局サービスセンター
（６３３－３１８８）

制度の種類

対象・制度内容等

必要な書類等

【対象】
住宅，家財，その他の財産につき被害金額が，
その価格のおおむね２分の１以上である損害を
受けた人
国民年金第１号被保険 【内容】
者に対する保険料免除
国民年金保険料を免除
【免除期間】
令和元年９月分から令和２年６月分まで
（令和２年７月分から令和３年６月分について
は改めて免除の申請が必要）
【対象】
市奨学金及び入学一時金を返還している人
市奨学金・入学一時金の
で，災害に見舞われ返還が困難な人
返還猶予
【内容】
被災の状況等に応じて返還を猶予
【対象】
令和元年台風１９号の被災により，マイナン
バーカードまたは通知カードを紛失等された宇
都宮市に住民登録がある人で，り災台帳への登
録が済んでいる人（同一世帯員等を含む。）
【内容】
・マイナンバーカードの再交付手数料の減免
・マイナンバー通知カードの再交付手数料の減
免

マイナンバーカード等
の再交付手数料の減免

【対象】
次の①～⑤のいずれかに該当する人
①住家の全半壊，全半焼，床上浸水又はこ
れに準ずる被災をされた人
②主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷
病を負われた人
産後ケア事業の自己負 ③主たる生計維持者の行方が不明である人
担の免除
④主たる生計維持者が業務を廃止又は休止
された人
⑤主たる生計維持者が失職し，現在収入が
ない人
【内容】
産後ケア事業における基準上限額（宿泊型
30,000 円，通所型 10,000 円，訪問型 7,500 円）
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問い合わせ先

・国民年金保険料免除・納付猶予 保険年金課
申請書
【国民年金】
・被災状況届（その他の被害の場 （６３２－２３２７）
合）

・猶予願
教育企画課
・り災証明書（市内での被災の方 （６３２－２７０５）
は不要）

【マイナンバーカードの再交付】
・以下の①～③を窓口に持参
①本人確認書類２点(原本)
運転免許証や旅券，健康保険証
など
②顔写真(縦４．５cm，横３．５
cm，最近６か月以内
に撮影した正面・無帽・無背景
のもの)
※顔写真については，市役所市
民課で撮影するこ
とも可能
③り災証明書(宇都宮市以外で被
災された場合)
④個人番号カード交付申請書
⑤個人番号カード紛失・廃止届
⑥個人番号カード暗証番号設定
依頼書
⑦個人番号カード・通知カード再
交付手数料免除
申請書
【通知カードの再交付】
・以下の①～③を窓口に持参
①本人確認書類２点(原本)
運転免許証や旅券，健康保険証
など
※代理人が手続きされる場合
は，本人と代理人の
本人確認書類が２点ずつ必
要
②委任状（代理人が手続きされる
場合）
③り災証明書(宇都宮市以外で被
災された場合)
④通知カード再交付申請書
⑤個人番号カード・通知カード再
交付手数料免除
申請書
・利用者負担額減額・免除等申請
書

【再交付申請の受付】
市民課
（６３２－５２６６）
各地区市民センター
各出張所

子ども家庭課
（６３２－２２８８）

制度の種類

対象・制度内容等

必要な書類等

問い合わせ先

のうち２割の自己負担を免除（ただし，基準上
限額を超えた分については全額自己負担) （令
和２年１月末申請まで）
【対象】
・利用者負担額減額・免除等申請 子ども家庭課
次の①～⑤のいずれかに該当する人
書
（６３２－２２９６）
①住家の全半壊，全半焼，床上浸水又はこ
れに準ずる被災をされた人
②主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷
病を負われた人
③主たる生計維持者の行方が不明である人
小児慢性特定疾病児童
④主たる生計維持者が業務を廃止又は休止
日常生活用具の自己負
された人
担の免除
⑤主たる生計維持者が失職し，現在収入が
ない人
【内容】
小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付におけ
る世帯の所得税等に応じて決定する自己負担の
免除（ただし，基準額を超えた分については全
額自己負担）
（令和２年１月末申請まで）
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４ 農業・商業関係
制度の種類

対象・制度内容等

必要な書類等

【対象】
市内に事業所を有する中小企業者で，融資申
込み日の１年前の日から，当該申込みの日まで
に，地震，豪雨その他の異常な自然現象により
生じる災害により直接被害を受け，宇都宮市の
緊急災害対策特別資金
罹災証明書等を交付された方
【内容】
自然災害により直接被害を受けた市内中小企
業者の，事業再建に必要な運転資金・設備資金
を融資するもの
【対象】
農作物等及び農用施設等の被害により減収量
が平年収穫の３０／１００以上または，損失額
が被害時価格の３０／１００以上損害を受けた
農業者
農業災害補助金
【内容】
病害虫防除用農薬購入費，樹草勢回復用肥料
購入費，被害農作物取り片づけ作業費等の補助
や経営資金融資への利子補給
※ 原則として県農漁業災害対策特別措置条
例適用の場合
【対象】
以下の要件のいずれも満たすことについ
て、市長の認定を受けた中小企業・小規模
事業者。
① 宇都宮市において、1 年以上継続して事業を
行っていること。
② 令和元年 10 月 12 日からの令和元年台
風 19 号に伴う災害の発生に起因して、当該災害
の影響を受けた後、原則として最近 1 カ月の売
上高等が前年同月に比して２０パーセント以上
セーフティネット保証 減少しており、かつ、その後２カ月を含む３カ
4 号認定に係る地域指
月間の売上高等が前年同期に比して 20 パーセ
定
ント以上減少することが見込まれること。
【内容】
突発的な自然災害等により、相当数の中小
企業・小規模事業者の事業活動に著しい支
障が生じている地域を指定し、当該地域に
おいて、売上高等が減少している中小企
業・小規模事業者が、一般保証とは別枠（無
担保８千万円、最大２億８千万円）の保証
（借入額の 100 パーセントを保証）が利用
可能となる。

10

問い合わせ先

・申込書
商工振興課
・市税完納証明書
（６３２－２４３３，２４３
・最近期の決算書の写し
４）
・その他の被害を証明する書類，
写真
・見積書，カタログ又は平面図の
写し

・申請書

農業企画課
（６３２－２４７２）

・申請書
・委任状

商工振興課
（６３２－２４３３）

